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旭川・紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）では、改変される樹林の再生を目的として、地域に現

有する伐り株などの緑化材料を活用した道路緑化に継続して取組んでいる。計画路線では、緑化

材料の不足が予測されるため、過年度実績や課題を踏まえ、供用路線や周辺道路なども緑化材料

の供給地として捉えて材料を確保するとともに、播種・育苗や山引き苗などの他の緑化工法の採

用も図りつつ、コスト縮減や地域協働にも考慮した道路緑化計画の検討事例について報告する。 
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まえがき 

 
旭川・紋別自動車道は、北海道縦貫自動車道（道

央道）の比布 JCT から分岐し、紋別市に至る延長約

130km の一般国道の自動車専用道路であり、道央・

道北圏とオホーツク圏との高速交通ネットワーク

を形成する。 

このうち、丸瀬布遠軽道路は、遠軽町を通過する

延長約 18km について、整備を進めている。（図-1・

写真-1） 

道路整備にあたっては、良好な景観形成を図るた

め、景観整備方針を策定し、「美しい山里の風景に

溶け込み、里の営みを感じながら、快適に走行でき

る森の道」を目標像としている。 

この目標像の具体化のため、景観検討ワーキング

グループを行い、その中で良好な景観形成における

配慮事項・方向性の一つとして、地域に現有する伐

り株などの緑化材料を活用した道路緑化を挙げる

とともに、周辺の自然と一体となる美しい道づくり

の指針となるよう、提言書にとりまとめている。 

本路線では、この提言を受け、また先行して整

備・供用された白滝丸瀬布道路から実施してきた伐

り株を中心とした道路緑化を計画している。 
しかし、本路線の沿線の大部分は、耕作地のうえ、

樹林はカラマツなどの人工林が大半で、伐り株など

の緑化材料の不足が懸念されている。 
本報文では、このような状況を踏まえ、路線沿線

に限らず、供用済みの本線や管内の国道、町道など

も緑化材料の供給地として位置づけたうえで、確保

可能な緑化材の調査を行うとともに、「播種・育苗」、

や「ヤナギ埋枝」、「山引き苗」など、伐り株以外の

工法も含めたリサイクル型の道路緑化と合わせて、

伐り株の標準規格見直しなどによるコスト縮減の

方策や地元との協働による取組について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 現在の工事状況 
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1．これまでの道路緑化の概要 

 

(1)道路緑化計画の策定と概要 

平成 21 年 12 月に供用した白滝丸瀬布道路は、

道路法面緑化のモデル事業に位置づけられ、平成

14 年度に道路緑化計画 1）を策定している。 

同計画は、「改変される樹林などの可能な限りの

回復」を緑化方針とし、図-2 のように根（伐り）

株など、地域に現有する材料を活用した道路緑化を

全道に先駆けて取組んできた。 

同区間は、既に供用しているが、計画に基づいた

緑化工事を行い、その後の生育追跡調査も継続して

実施している。 

○緑化コンセプト：『地域の豊かな森に調和した

みちづくり』 
○緑化方針：『道路整備事業により改変される森

林等を可能な限り回復させる事を目的に、根株

移植工、埋枝工、表土移植工等、在来樹種を活

用した木本緑化を行う』 
○整備目標：『道路敷地内（法面等）を木本緑化

することにより改変される樹林地（約 41ha）
と同面積の樹林を回復する』 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 道路法面緑化イメージ（盛土） 

 

 

2．白滝丸瀬布道路における緑化の取組 

 

 (1)道路緑化の実績 

白滝丸瀬布道路では、地域に現有する伐り株など

の緑化材料を活用した緑化工法を実施するという

緑化計画や方針に基づき、伐り株移植工やヤナギ埋

枝工などを実施し、道路緑化の推進に努めてきた。 

緑化の中心的な工法である「伐り株移植」は、多

くの広葉樹は伐採後も根が生きていれば、「萌芽」

する能力があることを利用し、幹を根元から数十㎝

の高さで伐採した後、伐り株（当時は、幹径 20cm

以下のものを標準規格として施工）のみを移植する

工法である。（図-3） 

また、移植後の生育、施工性や経済性にも優れ、

現有している緑化材料を利用するため、その地域の

自然条件に適合した緑化ができるなど、多くの利点

を有している。（写真-2） 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 伐り株移植の施工の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 移植後の生育状況 

 

なお、先の道路緑化計画における植栽の計画本数

に対し、実績値は、計画の約 8 割となっている。 

これは、路線沿線における緑化材料の確保が年々、

厳しくなってきたことなどが、その一因である。 

 

(2)道路緑化における課題 

これまで白滝丸瀬布道路にて実施してきた伐り

株を中心とした道路緑化に関して、得られた課題を

以下に整理した。 

・初期成長時、草本類の繁茂により伐り株が被圧

される場合があるため、これら草本類を制御し、

競合を防ぐ方法を検討する必要がある 

・大きい幹径のものは、概して生育が良くない 

・大型重機による施工では、施工性やコストの面

から問題がある（写真-3） 

・沿線は耕作地が多く、樹林も人工林の比率が高

いため、必要な規格や樹種に適合する材料確保

が難しくなっている 

・施工やコストなどにも留意したうえ、伐り株の

標準規格の見直し、計画路線だけでなく、供用

中の本線など、新たな材料供給地の確保などが

必要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 大型重機による植込み 
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3．丸瀬布遠軽道路における緑化の取組 

 

（1）緑化計画及び設計 

本路線では、緑化方針の反映、先の白滝丸瀬布道

路緑化の実績や課題を踏まえ、緑化計画の策定及び

設計を行った。 

計画の策定にあたり、本路線は供用済みの区間と

異なり、耕作地帯を通過し、冬期は交通障害の発生

が懸念されたため、気象観測調査を実施した。 

この調査結果より、吹溜り防止が必要と評価され

たため、道路吹雪対策マニュアルに基づき、防雪林

による対策を採用した。 

これを受け、防雪林を中心とする道路緑化の詳細

設計を行い、植栽の機能により、5 つの植栽タイプ

に分類した。この内、修景対策林、環境保全対策林

を「伐り株」、また防雪林の前生林を「ヤナギ埋枝」

による工法とした。 

なお、常緑針葉樹は、萌芽能力がなく、伐り株の

利用ができないため、購入木とした。（表-1） 

 

表-1 植栽タイプ（平成 23 年度） 

タイプ 概 要 

防雪林 
 

針葉樹9,445本

埋枝13,114本 

●標準林 10ｍ 
常緑針葉樹：トドマツ、アカエゾマツ
●前生林：1 列（苗間 2ｍ） 
ヤナギ【埋枝】 
防雪柵の設置  

修景対策林 
 
伐り株4,825本 

針葉樹1,206本 

●針広混交林 
落葉広葉樹：ケヤマハンノキ、イタヤ
カエデ、ミズナラ、シラカンバ、エゾ
ヤマザクラ、シナノキ 
常緑針葉樹：アカエゾマツ  

視線誘導樹 
針葉樹195本 

50ｍ間隔（デリネーターの中間） 
常緑針葉樹：アカエゾマツ【購入木】 

環境保全 
対策林 
伐り株2,674本 

●マント・ソデ：苗間 1.5ｍ（1 列）
落葉広葉樹・ヤナギ【伐り株又は埋枝】
（既存林の林縁部の保護）  

構造物 
修景林 
針葉樹1,354本 

●針葉樹林：列間 3.0ｍ×苗間 2.0ｍ
常緑針葉樹：トドマツ、アカエゾマツ
（吹溜りの防止） 

 

また、過年度には計画路線を対象とした緑化材料

の調査も実施されている。 

調査結果により、計画路線沿線の大半は、耕作地

であり、樹林はあるが、カラマツやトドマツなどの

人工林が多く、落葉広葉樹主体の自然林は、箇所が

限られるうえ、規模も小さく、伐り株に必要な樹種

や数量の確保は困難であることが明らかになった。 
 

（2）緑化材料調査の実施と結果 

このように、緑化にあたっては、現地採取が可能

な材料の不足が 大の課題として挙げられており、

その解決が不可欠となっていた。 

そのため、調査の対象範囲を拡大、管内の旭川･

紋別自動車道の本線(供用区間)を基本とし、さらに

国道 333 号、周辺の町道や町有地なども緑化材料の

供給地として捉え、新たに調査を行った。 

なお、今回調査では、過去の緑化における課題を

踏まえ、幹径 5cm 以下（樹高としては、30cm から

200cm 内外）の樹木を対象とし、マーキング本数は、

5,000 本以上を目標とした。 

また、調査地の選定にあたっては、以下の条件を

満たす箇所とした。 
①ある程度まとまった数量が確保できること 

②公道などが近接し、アクセス性が良好なこと 

③掘取りや運搬などが容易、かつ機械施工による

施工性の向上、コスト縮減が可能なこと 

④購入木より安価、または同程度でコスト縮減に

つながること 

 
調査の結果は、表-2 に示すように、上記条件を

満足した調査地として、 終的に本線 3 箇所、国道

2 箇所、町道 10 箇所の合計 15 箇所を選定した。 

具体的な調査地としては、本線の白滝 IC 付近、

国道 333 号の丘平覆道（写真-4）である。 

マーキングした本数は 5,483 本、 も多い樹種は、

シラカンバであり、その他ミズナラ、アカエゾマツ

などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 本線と国道 333 号の調査地 

 

表-2 調査地一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【購入木】 

【伐り株又は購入木】

【購入木】

【購入木】

【購入木】

路　線 箇所数 樹　種 本数 施工

本　線
(国道450号)

3箇所 シラカンバ 2,320本 機械

シラカンバ

トドマツ，アカエゾマツ

シラカンバ，イタヤカエデ，

ヤチダモ，ミズナラ

シラカンバ

ケヤマハンノキ

合　計 15箇所 5,483本

3箇所

979本

815本

825本

544本
機械
人力

機械
人力

4箇所
シラカンバ，イタヤカエデ
トドマツ

機械

機械
人力

2箇所

3箇所

国道333号

町道①

町道②

町道③
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（3）計画へのフィードバック 

調査結果により、先の植栽タイプの中の修景対策

林の配植を再検討し、各樹木の比率から配植を決定

した。（表-3・4） 

配植は 1 列 10 本、3 列で 30 本を一つのブロック

とした標準パターンにて設定した。 

昨年度の設計では、周辺の自然植生をモデルとし、

ミズナラ中心の落葉広葉樹を主体とした樹種構成

としていたが、必要な樹種及び数量が確保できない

こともあり、先駆種のシラカンバ主体の構成とした。 

ここでは、裸地⇒一斉林⇒エゾイタヤ・シナノキ

群落の自然遷移の「一斉林」の段階と位置づけとし、

シラカンンバの一斉林の形成を図ることとした。 

当初、アカエゾマツは「購入木」としていたが、

かなりの本数が確認されたため、コスト面の優位性

を検証し、現地採取の「山引き苗」に置換えた。 
 

表-3 植栽樹種一覧（平成 23 年度） 

樹種名 本数 比率

ミズナラ 9 0.30
イタヤカエデ 3 0.10
シラカンバ 3 0.10
エゾヤマザクラ 3 0.10
シナノキ 3 0.10
ケヤマハンノキ 3 0.10
アカエゾマツ（購入木） 6 0.20

1 ブロック合計 30 本 1.00
 

表-4 植栽樹種一覧（平成 24 年度） 

樹種名 本数 比率

アカエゾマツ（山引き苗） 3 0.10
トドマツ（山引き苗） 3 0.10
イタヤカエデ 5 0.17
ケヤマハンノキ 3 0.10
シラカンバ 14 0.46
ミズナラ 2 0.07

1 ブロック合計 30 本 1.00
 
コストの検証では、購入木の市場単価、現地採取

の伐り株及び山引き苗の見積単価を比較した。 
樹種、規格、施工性の組合せにより異なるが、ア

カエゾマツ、トドマツの針葉樹の場合（人力施工）、

樹高 0.5ｍ内外で同程度、それ以上では現地採取が

安価となる。シラカンバやイタヤカエデなどの広葉

樹の場合（機械施工）、樹高 1.0ｍ内外で同程度、

それ以上では現地採取が安価となる。 
 

（4）施工計画の検討 

調査地の選定は、施工性やコストの縮減のため、

機械施工可能な箇所を基本とした。現地に小型重機

を搬入し、機械による試掘や運搬を行い、施工性を

確認、検証した。一部人力施工の箇所も人力による

試掘を行うとともに、運搬車両の横付けスペースの

ある箇所を選定した。（写真-5・6・7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 小型重機の搬入と試掘 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 人力による試掘 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 車両の横付けスペースと運搬 

 
本路線の本体工事は、着々と進められているが、

今回調査を踏まえ、マーキングした伐り株やヤナギ

枝などの受入れ先として、路体の「植栽可能時期」

が重要なポイントになる。 
施工については、現地掘取り⇒直接移植が施工性

やコストの縮減、また樹木生理の面からも理想的で

あり、この流れでの作業実施を基本とする。 
ただし、工程的に困難な場合は、一時的に仮植し、

受入先の準備が整った時期の移植も検討する。 

また、施工時期としては、春が も適しており、

次いで葉を落とす秋が適期のため、この時期の施工

を基本とする。（図-4） 
ただし、ヤナギの埋枝は、秋の施工が 適である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 樹木の生理状態と植栽適期 2） 
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（5）その他の緑化工法の検討と育苗畑の造成 

調査より、約 5,500 本が確保されたが、萌芽能力

がなく伐り株として利用できない針葉樹を除くと

約 4,400 本となり、設計における必要な伐り株の数

量は約 7,500 本のため、不足は解消されていない。 

そのため、緑化材料調査を継続して行い、併せて

種子からの育苗や自生苗の活用など、現地発生の緑

化材料を使用した代替工法の検討も必要である。 

緑化工事は複数年に渡り、時間的にはまだ余裕が

あるため、早い段階から計画的に育苗などを行うこ

とで、必要数量の確保を図るものである。 

今回、伐り株も含めた試験的な育苗の実施により、

各工法の実効性などを検証するため、また関係者へ

の見本園、実習園としての活用を目的に、「苗畑」

の造成を行った。（写真-8・9） 
苗畑は、道路用地や現場事務所など、複数の候補

地から、遠軽町丸瀬布地区の町有地を選定した。 

今回、苗畑で試験的に実施した代替工法及び作業

項目を以下に示す。 

播種・育苗：ドングリを育苗箱やポットに播種 
ヤナギ埋枝：枝の直挿しとポットへの植付け 
山 引 き 苗：苗の植付けと養生 
伐 り 株：幹径・樹種の異なる株の植付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 育苗箱の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 苗畑の状況 

 

次に、上記代替工法の概要などについて整理した。 

 

a)播種・育苗 

繁殖による工法で、2～3 年の期間を要するが、

手軽にかつ大量に育苗ができるなどのメリットが

ある。ドングリやクルミなどの比較的大きな果実や

サクラ、カエデ類などは、繁殖・育苗も容易である。 

特に、その愛称が広く親しまれているドングリは、

採取や繁殖も容易なため、子供から大人まで誰でも

参加できる住民参加型の取組に 適である。 

そのため、遠軽町の瀬戸瀬小学校校庭内において

ドングリを集め、苗畑にて播種・育苗し、緑化材料

としての活用を検討した。 

 

b)ヤナギ埋枝 

枝からの萌芽による工法で、施工も容易、安価で

かつ大量に入手ができるなどのメリットがある。 

道路防雪林におけるヤナギは、基本林の針葉樹を

守る前生林の役割を果たすが、生長が早く、次第に

基本林の生育を阻害し、また道路の法面に繁茂する

場合もあるため、除伐や伐採、撤去が求められる。 

そのため、供用済みの本線の法面に繁茂している

ヤナギを維持管理も兼ねて伐採し、防雪林造成の緑

化材料としての有効活用を検討した。 

一般的な直挿しは、秋季施工が基本のため、工事

において時期的な制約を受ける。直挿しよりは割高

となるが、時期的な制約がなく、確実性が高い「ポ

ット苗」は有効であるため、直挿しに加え、ポット

苗もつくり、直挿しの補完を検討した。（写真-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-10 ヤナギ枝の採取とポット苗 

 

c)山引き苗 

自生苗の移植による工法で、サイズが小さく施工

が容易などのメリットがある。 

常緑針葉樹は、萌芽能力がなく、また種子からの

繁殖・育苗も落葉広葉樹と比べて難しい。 

国道 333 号の丘平覆道では、覆道上にトドマツや

アカエゾマツの針葉樹が数多く確認された。樹高は

50～100cm 程で掘取りや運搬も容易である。 

そのため、覆道の性能保持の伐採・撤去作業を兼

ね、「山引き苗」としての活用を検討した。（写真-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-11 自生苗の山引き 



Tatuo Fujiyama,Yasunori Satou,Tetuji Hirose 

昨年度の設計では、防雪林及び修景対策林で使用

する針葉樹の苗本は約 11,000 本に及ぶこともあり、

購入木としていた。 

今回の調査において、先述の丘平覆道上の樹高

50～100cm クラスの針葉樹のほか、さらに町道の沿

線では、サイズの小さい 10cm 前後のトドマツなど

の自生の小苗（要育苗）が大量に確保できることが

確認された。コストやリサイクル、地域資源の活用

などにおいて優位なため、地域の協力を得て育苗し

てもらい、今後は購入木から山引き苗への置換えも

検討している。 

この町道沿線で確認された樹高 10cm 前後のトド

マツ、そしてミズナラなどの自生の小苗も採取して

苗畑で養生し、緑化材料としての活用を検討した。 

 

4．地域協働による取組について 

 

管内の道路整備においては、地域との良好かつ継

続的な関係を深めるため、以下の項目を目的として

様々な取組を行っている。 
○道路事業への理解と協力への啓発 

○住民の「緑」や「環境」に対する意識の高揚 

○協働による緑化事業の推進体制の動機づくり 
 
取組の一環として、地元の「女性ドライバーの会」

を中心に有識者を講師として招き、緑化をテーマに

した講習会や植樹会を平成 14 年度から継続して開

催している。（写真-12） 
また、平成 16 年度からは、遠軽町白滝・丸瀬布・

瀬戸瀬の各小学校などを対象として植樹会などを

実施している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真-12 植樹会 

 

今回も（仮称）瀬戸瀬 IC 予定地に隣接した瀬戸

瀬小学校の校庭内にあるミズナラからドングリの

実を拾い集め、その種子から苗を育てる取組を始め

ている。（写真-13） 

今後、この取組を契機とし、本路線での植樹会の

開催を計画し、住民参加型の緑化活動を継続すると

ともに、活動の事績を検証し、改善すべき点などを

整理し、より発展した活動となるよう、方策を検討

している。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-13 ミズナラの大木とドングリ 

 

 

あとがき 

 

先の白滝丸瀬布道路では、大きな幹径の伐り株の

使用による生育不良、大型重機の施工性やコスト高、

緑化材料の不足などが課題であった。 

そのため、丸瀬布遠軽道路では、幹径 5cm 以下の

伐り株や山引き苗に対象を拡大し、作業の効率化や

コスト縮減のための小型重機使用など、課題解決の

方策を検証した。 

また、計画路線の沿線に限らず、供用中の本線を

はじめ管内の国道、さらに町道にも調査の対象範囲

を拡大し、材料を確保するなどの新たな試みにより、

地域緑化材による道路緑化の道筋が開けてきた。 

一方、当面の数量は確保されたが、必要とされる

数量には、未だ達していない状況にある。 

今後、本格化する緑化工事は、複数年に渡るなど、

時間的余裕があるため、調査の継続により必要数量

を確保し、さらに施工コストや材料自体でより良質

な材料や供給地があれば、置換えも検討したい。 

また、試験的に実施した育苗は、苗畑の規模及び

箇所数ともに拡大し、緑化材料の計画的かつ安定的

な供給につながる本格的な取組を検討したい。 

この取組は、地域と連携し、育苗や生産の体制を

構築することも有効な方策と考え、今後その実現に

向けて検討したい。 

これまで、先駆的に地域緑化材料を活用した道路

緑化や地域協働の取組みを継続的に行ってきた。 

今後もより完成度の高い緑化工事を目指し、地域

の方々の理解と協力を得ながら、取組んでいきたい。 

後に、関係各位及び斎藤新一郎環境林づくり研

究所長には、当事業に対する技術指導など、多大な

ご助言を頂き、この場をお借りして感謝の意を表し

ます。 
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